
感染防止策チェックリスト 留意事項 

 

 「イベント」とは、事前予約制・チケット販売・時間指定（○時～〇時までの

一定の開催時間を予定して行われる興行等）等の方式で不特定多数に向けて 

集客する単発の興行等（演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等）を指し

ます。 

 「イベントに該当しない行事（入学式・社内研修など）」については、チェック

リストの公表などは不要です。 

 イベントを開催する場合は、チェックリストをホームページや SNS、会場への

掲示などの方法により、参加者に向けて公表するとともに、イベント終了後 

１年間保管してください。 

 感染防止安全計画を提出し、県に確認を受けている場合、チェックリストの 

作成・公表は必要ありません。 

 クラスターの発生、感染防止策の不徹底等が発生した場合は、直ちに「結果  

報告書」を千葉県に提出してください。 

 

＜人数について＞ 

 人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合（例えばプロス

ポーツイベントの選手と観客等）には参加者数のみで考えます。主催者と参加

者のいる場所が明確に分かれていない場合（例えば 展示会の主催者と来場者

等）は両者を合計した人数とします。 

 同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合

（例：同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催

される場合）、各催物等に対し、人数上限を適用することができます。 

 

 

 

 

 



 

（※）大声の定義は、「観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極
的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当するものとする。 

（注）収容率（上限）において、⑤を選択した場合は、「大声あり」と「大声なし」のエリアの区分ごとの収容
定員・参加人数を記載すること。 

 

感染防止策チェックリスト 

開催日時 
令和 4 年 12 月 20 日 18 時 30 分 ～ 10 分 21 時 

出演者・ 

チーム等 
別紙参照 

主催者 株式会社光藍社 

主催者所在地 東京都新宿区愛住町 23-2 ベルックス新宿ビルⅡ11 階 

主催者連絡先 （電話番号）03-6457-4159 （メールアドレス）koransha_info@koransha.com 

1 

その他 

特記事項 

 

 

公演の特性上、歓声はあげない。ブラボー等の掛け声は発生しないよう会場
にて注意喚起を行う。 
（大声なしの場合は、大声なしと判断した理由や、大声を伴わないことを担保する
具体的な対策を記載ください。） 

イベント名 ウクライナ国立バレエ｢ドン･キホーテ｣ 
※開催案内等の URL があれば記載 

※複数回開催の場合 ⇒ 一覧を参照してください。 

開催会場 市川文化会館 大ホール 

会場所在地 千葉県市川市 大和田 1-1-5 

収容率 

（上限） 
 

いずれかを選択 

①収容定員あり 
100% 

②収容定員なし 
  人と人とが触れ合わない程度の間隔 

⑤収容定員あり 

大声なしのエリア:100% 
大声ありのエリア:50% 

⑥収容定員なし 
大声なしのエリア: 

人と人が触れ合わない程度の間隔 
大声ありのエリア: 

十分な人と人との間隔(最低 1m) 

収容定員 

参加人数 1650 人 （注） 

大声なしで開催 

大声ありで開催 

③収容定員あり 
50% 

④収容定員なし 
十分な人と人との間隔(最低 1m) 

「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催 

― 1650 人 （注） 

【令和 4 年 9 月 15 日版】 
開催概要 

✔ 



 

 

 基本的な 

 感染防止 

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の
必要な感染防止策）を満たすことが必要です。 

※5,000 人超かつ収容率 50%超のイベント開催時には、個別のイベン
トごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要 

感染防止策チェックリスト 

①飛沫感染
対策 

適切なマスク（不織布マスクを推奨。以下同
じ。）の正しい着用の周知・徹底 
 
イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の
共用部）におけるイベント参加者間の適切な
距離の確保 
（※）大声の定義は「観客等が、①通常よりも大きな声量

で、②反復・継続的に声を発すること」とする。 

②エアロゾ
ル感染対策 

適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①
と同様】 

機械換気による常時換気又は窓開け換気 

③接触感染
対策 

イベント参加者によるこまめな手洗・手指 
消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場
（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の 
消毒の実施 

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共
用部）におけるイベント参加者間の適切な距離
の確保【①と同様】 

２ 

 
大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区
分があり、それぞれにおける、イベント参加
者間の適切な距離の確保  
大声なしエリアにおける、大声を防止するた
めの対策の実施 

１．イベント参加者の感染対策 
（１）感染経路に応じた感染対策 

イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共
用部）におけるイベント参加者間の適切な距離
の確保【①と同様】 

「大声あり」、「大声なし」のエリアを区分して開催
する場合、上記対策に加えて、 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 基本的な 

 感染防止 

イベント開催時には、下記の項目（イベント開催時の
必要な感染防止策）を満たすことが必要です。 

※5,000 人超かつ収容率 50%超のイベント開催時には、個別のイベン
トごとの具体的な対策を記載した「感染防止安全計画」の提出が必要 

感染防止策チェックリスト 

④飲食時の 
感染対策 

前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せ
て、飲食時の感染対策（食事中以外のマスク
着用、飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛
等）の徹底の周知 

⑥感染拡大
対策 

イベントで感染者が発生した際の参加者への
注意喚起 

３ 

１．イベント参加者の感染対策 
（２）その他の感染対策 

⑦出演者や
スタッフの 
感染対策 

出演者やスタッフによる、練習時・本番等にお
ける前項（１）感染経路に応じた感染対策に加
え、健康管理や必要に応じた検査等の実施 

舞台と客席との適切な距離の確保など、出演
者やスタッフから参加者に感染させないため
の対策の実施 

２．出演者やスタッフの感染対策 

発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛
の呼びかけ 

⑤イベント
前の感染
対策 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 



 ウクライナ国立バレエ｢ドン･キホーテ｣ 

【出演者一覧】 

BALLERINAS  
  
VLADYSLAVA AKSIUTINA 
OLGA BURACHOK 
INNA BUZYLO 
INNA CHORNA 
KATERYNA CHUPINA 
KATERYNA DEHTIAROVA 
MARIIA DOBRIAKOVA 
KATERYNA HIDZIL 
DARIIA HOLUBOVSKA 
DIANA IVANCHENKO 
SVITLANA KOVTUN 
DARIA KOSTENKO 
YANA LANCHUK 
NATALIA MISHCHENKO 
YELYZAVETA SEMENENKO 
OLENA SHEVCHENKO 
KARINA TELVAR 
OLESIA VOROTNIUK 
ANNA YELISIEIEVA 
  

DANCERS 
  
DMYTRO ALEKSANDROV 
RUSLAN AVRAMENKO 
ANDRII BONDARCHUK 
MYKHAILO DROBOT 
OLEKSANDR HABELKO 
MUKUTA KAIHORODOV 
YEHOR KONOVALOV 
IEVGEN LIEN  
IEVGEN LOHVYNENKO 
YULIAN MARCHENKO 
ROMAN MATVEIEV 
OLEKSANDR 
MEDALOVYCH 
MYKOLA MIKHEIEV 
OLEKSII NESTEROV 
DENYS ODINTSOV 
ILLIA OLIINYK 
ANDRII SKLIAR 
DENYS TURCHAK 
VOLODYMYR CHUPRYN 
SERGIY YAKUBOV 


